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ラブギャラリーはおかげさまで、今年で満 20 周年を迎えます。

ネットの分野で風俗店様を強力にお手伝いするという点において

ラブギャラリーはもっともっと走り続けます。

風俗ユーザーにもっと喜ばれるサイト作りに邁進いたします。
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パソコン版がリニュー
アル！昨年のスマホ版に

つづき・・・

パソコン版がリニュー
アル！昨年のスマホ版に

つづき・・・

リターゲティング配信やターゲットセグメントされたオーディエンス配信にて、より質の高い風俗ユーザーを集めます！

広告検証チームにより効果検証のうえ、質のよいユーザーを流入！
アダルト動画サイトなどのアクセスが多いアダルトサイト等への広告出稿

よく閲覧されるページへのリンクをわかりやすく配置し、
ユーザビリティを改善することで、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。

UX デザインの向上

20周年に向けて、プロモーション活動をさらに強化！
ツール

SEO強化により、オーガニック流入数が3ヶ月で

MEDIA PROFILE2018

より見やすくアップデート！！
動画や風俗情報が、より見やすく、わかりやすい！

人気コンテンツの風俗体験動画やお店投稿動画がスマホで見やすくなりました！
タブレット用の表示もレイアウトも追加され、タブレットでも見やすくなりました！
また、各店舗の情報も増え、風俗ユーザー向けに、わかりやすい UI になりました。

路線図、エリアマップで探しやすい！
検索しやすい路線図やエリアマップを使って最速で検索 ! 路線図からエリア一覧へ
簡単にアクセスできるようになりました！

お店や受付までのルート検索機能の追加
Google Map によるルート検索機能の追加で、お店までのルートが検索できるようになり、
現在地からお店までの距離も表示が可能になり、迷うことなくお店へアクセスが可能に！
更にGPS 検索で一番近いお店を表示する事も可能になりました！！

ログイン不要のお気に入り一覧の設置

さらにっ！！
表示が早くなる事で素早く情報を入手でき、グラビア等も新レイアウトで益々充実！

わずらわしい会員登録なし、ログイン不要のお気に入り一覧（ユーザーページ）を設置！！
お客様が気になるお店を保存・編集が可能に！！

見やすく
たくさんの情報がわかりやすく！！

ユーザーページ

スマホ版
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おっぱい見せて自撮り縦動画おっぱい検索

New!!

コンテンツのご案内

カップ数はもちろん、おっぱいの形、柔ら
かさなどから検索可能に！好みの胸の形を見
つけやすくなりました！

私服の女の子が時間経過と共に、おっぱい
を見せてくれる「おっぱい見せて」がバージョ
ンアップ！乞うご期待！！

自撮り動画をアップして女の子の情報が超充
実！投稿されて動画は女の子ページにも自動で
反映。プロフィール写真だけでは伝わらない女
の子の魅力を一度にチェック出来ます。

スマホ版登場予定！
（4月下旬）

New!! New!!

今後も更なる新コンテンツを計画中！乞うご期待！！

新
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臨場感溢れるラブギャラリーの体験取材は、ご好評戴き大
変人気の高いコンテンツです。写真、マンガ、コラム、動
画など様々なアプローチを用いてユーザーをガッチリ掴んで
離しません。

体験取材・漫画取材1

3

5
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LOVE GALLERY CONTENT
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コンテンツのご案内
ラブギャラリーはいわゆる「リンクをただ貼るだけ」のサイトではありません。女性名鑑
や出勤情報は当然のこと、ユーザーにとって魅力的な割引企画の他、ご掲載戴いてい
る店舗様へ積極的に取材を行い、ラブギャラリーならではの企画力及び機動力でユーザ
に強烈にアピールし続け、来客に結びつけます。

取材画像で構成された女性名鑑やスポット企画は、サイト
開設当初より、「写真のキレイなラブギャラリー」という評
価をいただいております。風俗グラビアサイト「フードルメ
ロン」への掲載も可能です。

グラビア・名鑑
体験取材の動画に加えて、オススメキャストの写真と組み合
わせたフォトムービーなど、専用サイト「ムービーギャラリー」
と同時掲載で積極的に店舗様をアピールします。

体験ムービー・動画グラビア

ラブギャラリーに掲載いただいている店舗様がご利用可能
な動画アップロードシステムです。店舗様のオフィシャルサ
イトにも組み込みが可能で、多くの店舗様でご利用戴いて
おります。

お店投稿動画
風俗サイトの中で、一番安く遊べるお得な割引情報だけを
厳選して掲載します！

一番安ィィ話

頻繁に更新される独創性に富んだコンテンツ

Toukai

Kansai

Kyusyu

Kumamoto
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自社媒体

ラブギャラリー風俗店情報

株式会社アドネスト

お申込み・お問い合わせ

各々独自でグラビアなどのコンテンツを展開しており、
相乗効果による効率的な誘導に力を発揮しております。

ラブギャラリーには全国各地の地域密着版があり、幅広いエリアを
網羅しております。新しい地域版も次々とオープンし、地元客はも
ちろん、出張客・観光客の誘導にも有効活用頂いております。

ラブギャラリー東海版 ラブギャラリー熊本版ラブギャラリー関西版 ラブギャラリー九州総合版
〒160-0022　　東京都新宿区新宿 3-1-24　京王新宿三丁目ビル 9階

TEL 03-5341-4553　　FAX 03-5341-4554

LoveGallery で使用されている全ての画像・動画・文章の著作権は株式会社彩アドネスト及びMoving Pictures に属します。
これらのデータを複製・転載・販売することを固く禁じます。

ラブギャラ掲載で のキャンペーン実施中！

フードルTV

ハナコとタロー

風俗大衆アンダーナビ

求人サイト

ペルソナ
DSP 配信

全国の本当に優良な名店を紹介！最新ニュースや女の
子ランキングを配信！

ソープからデリバリーヘルス等の業種検索や割引クーポ
ン、出勤、新人情報までコンテンツも充実！安心してお
得に遊べます！

大阪・関西の風俗・デリヘル店をまとめてご紹介！フー
ドル TV なら便利な検索機能でお店も女の子も探し
やすい！

地域エリア

近日リニューアル予定！

※女性の名鑑画像の枚数は全プラン最大 9 枚になります。  ※名鑑チェックは週 1 ～ 2 週で 1 回程度の頻度になります。
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サイト内のバナー掲載 (PC/SP/MO) 全てと
関係サイトのバナー掲載

OHP名鑑との差異をチェックし、ラブギャラの名鑑登録状況を
OHP名鑑に合わせます

LGカメラマン、LGスタッフによる取材・撮影に関する
対応の有無

店舗一覧サムネイルや店舗ページヘッダ画像など、店舗画像制作
に関する対応の有無

お店から動画投稿できるツール　※関東プランは全動画の時間や
動画1本の時間等の制限があります

タイムライン（写メ日記）付きの女の子とお客様がやりとり
できるツール

店舗のイベント情報の更新対応についての説明

ホットニュース ( お店発信のニュース ) の 1 日の更新回数制限

女の子検索系ページ (PC/SP) に掲載されるバナー

店舗検索結果ページ (SP/MO) に掲載されるバナー

店舗検索系ページ (PC/SP) に掲載されるバナー

新規掲載時の女性登録人数についての説明

エントリー3プラン バリュー5プラン スペシャル7プラン プラチナ10プラン グランド25プラン

※左記の金額は全て税別です。

バナー掲載付きプラン
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ラブギャラリー
掲載料金プラン表
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ラブギャラリーは進化します。

パソコン版、 スマホ版、 モバイル版、 同時掲載 !!

実績があるから、自信があるから、常にユーザー目線。「いま、欲しい情報」
即ち、「いま、見せたい情報」を、「すぐに」届けるために、最新技術をどこ
よりも早く導入し、進化し続けます。

ラブギャラリーは1998 年 7月1日オープン、今年で満 12周年を迎える老舗の
風俗サイトでございます。機能面・デザイン面・集客面において常に先駆者
であることから、首都圏版ではご掲載いただいている店舗様の数も常時 500
店をはるかに超えており、関東の風俗ユーザーにとってかかせないサイトとなっ
ております。在籍名鑑、出勤情報や店舗様紹介ページにおける情報量・早さ・
正確さは他の追随を許しません。加えて、頻繁に更新される独創性に富んだコ
ンテンツページは、ユーザに協力にアピールし、実績を出し続けています。

一般男優による体験取材 漫画による体験取材風俗無料券プレゼント

サイトオープン

ドメイン取得
風俗無料チケット

プレゼント

風俗無料チケット

プレゼント

パソコン版 スマホ版 モバイル版
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これらのデータを複製・転載・販売することを固く禁じます。

ラブギャラ掲載で のキャンペーン実施中！

フードルTV

ハナコとタロー

風俗大衆アンダーナビ

求人サイト

ペルソナ
DSP 配信

全国の本当に優良な名店を紹介！最新ニュースや女の
子ランキングを配信！

ソープからデリバリーヘルス等の業種検索や割引クーポ
ン、出勤、新人情報までコンテンツも充実！安心してお
得に遊べます！

大阪・関西の風俗・デリヘル店をまとめてご紹介！フー
ドル TV なら便利な検索機能でお店も女の子も探し
やすい！

地域エリア

近日リニューアル予定！

MEDIA PROFILE2018

おっぱい見せて自撮り縦動画おっぱい検索

New!!

コンテンツのご案内

カップ数はもちろん、おっぱいの形、柔ら
かさなどから検索可能に！好みの胸の形を見
つけやすくなりました！

私服の女の子が時間経過と共に、おっぱい
を見せてくれる「おっぱい見せて」がバージョ
ンアップ！乞うご期待！！

自撮り動画をアップして女の子の情報が超充
実！投稿されて動画は女の子ページにも自動で
反映。プロフィール写真だけでは伝わらない女
の子の魅力を一度にチェック出来ます。

スマホ版登場予定！
（4月下旬）

New!! New!!

今後も更なる新コンテンツを計画中！乞うご期待！！

新

※女性の名鑑画像の枚数は全プラン最大 9 枚になります。  ※名鑑チェックは週 1 ～ 2 週で 1 回程度の頻度になります。

\30,000

お試しプラン 基本プラン

\50,000 \70,000 \100,000 \250,000\30,000 \50,000 \70,000 \100,000 \250,000

グランドバナー

料　　　金

名鑑チェック

初回女性名鑑登録

取材・撮影

店舗画像制作

店舗イベント更新

LG プレイヤー利用

アイライナー利用

店舗検索系
ページバナー

女の子検索系
ページバナー

店舗検索結果   
ページバナー

別途有料 別途有料 別途有料 別途有料 別途有料

6回 24 回 36 回 48 回 48 回HotNews
更新回数

×
( 更新対応無し )
店舗様にて更新

×
( 更新対応無し )
店舗様にて更新

△
( いずれかひとつ )

△
( いずれかひとつ )

〇
(定期的にチェック)

△
( 依頼時のみ対応 )

△
( 依頼時のみ対応 )

〇
( 定期的に更新 )

〇
関東プラン

〇
関東プラン

〇
スタンダードプラン

〇
スタンダードプラン

〇
( 定期的に更新 )

〇 〇 〇 〇

なし
店舗様にて登録

なし

〇 〇 〇 〇

〇

〇

〇

〇

〇

なし

10 名以上
( 対応可能な範囲 )

10 名以上
( 対応可能な範囲 )

10 名以上
( 対応可能な範囲 )

10 名以上
( 対応可能な範囲 )

〇
(定期的にチェック)

〇
(定期的にチェック)

〇
(定期的にチェック)

サイト内のバナー掲載 (PC/SP/MO) 全てと
関係サイトのバナー掲載

OHP名鑑との差異をチェックし、ラブギャラの名鑑登録状況を
OHP名鑑に合わせます

LGカメラマン、LGスタッフによる取材・撮影に関する
対応の有無

店舗一覧サムネイルや店舗ページヘッダ画像など、店舗画像制作
に関する対応の有無

お店から動画投稿できるツール　※関東プランは全動画の時間や
動画1本の時間等の制限があります

タイムライン（写メ日記）付きの女の子とお客様がやりとり
できるツール

店舗のイベント情報の更新対応についての説明

ホットニュース ( お店発信のニュース ) の 1 日の更新回数制限

女の子検索系ページ (PC/SP) に掲載されるバナー

店舗検索結果ページ (SP/MO) に掲載されるバナー

店舗検索系ページ (PC/SP) に掲載されるバナー

新規掲載時の女性登録人数についての説明

エントリー3プラン バリュー5プラン スペシャル7プラン プラチナ10プラン グランド25プラン

※左記の金額は全て税別です。

バナー掲載付きプラン

MEDIA PROFILE2018

ラブギャラリー
掲載料金プラン表

E 3 V 5 S 7 P10 G25



ラブギャラリーバージョンアップ宣言ラブギャラリーバージョンアップ宣言

ラブギャラリーはおかげさまで、今年で満 20 周年を迎えます。

ネットの分野で風俗店様を強力にお手伝いするという点において

ラブギャラリーはもっともっと走り続けます。

風俗ユーザーにもっと喜ばれるサイト作りに邁進いたします。

ラブギャラリーはおかげさまで、今年で満 20 周年を迎えます。

ネットの分野で風俗店様を強力にお手伝いするという点において

ラブギャラリーはもっともっと走り続けます。

風俗ユーザーにもっと喜ばれるサイト作りに邁進いたします。

ラブギャラリー風俗店情報
MEDIA PROFILE2018

https://www.lvg.co. jp
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パソコン版がリニュー
アル！昨年のスマホ版に

つづき・・・

パソコン版がリニュー
アル！昨年のスマホ版に

つづき・・・

リターゲティング配信やターゲットセグメントされたオーディエンス配信にて、より質の高い風俗ユーザーを集めます！

広告検証チームにより効果検証のうえ、質のよいユーザーを流入！
アダルト動画サイトなどのアクセスが多いアダルトサイト等への広告出稿

よく閲覧されるページへのリンクをわかりやすく配置し、
ユーザビリティを改善することで、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。

UX デザインの向上

20周年に向けて、プロモーション活動をさらに強化！
ツール

SEO強化により、オーガニック流入数が3ヶ月で

MEDIA PROFILE2018

より見やすくアップデート！！
動画や風俗情報が、より見やすく、わかりやすい！

人気コンテンツの風俗体験動画やお店投稿動画がスマホで見やすくなりました！
タブレット用の表示もレイアウトも追加され、タブレットでも見やすくなりました！
また、各店舗の情報も増え、風俗ユーザー向けに、わかりやすい UI になりました。

路線図、エリアマップで探しやすい！
検索しやすい路線図やエリアマップを使って最速で検索 ! 路線図からエリア一覧へ
簡単にアクセスできるようになりました！

お店や受付までのルート検索機能の追加
Google Map によるルート検索機能の追加で、お店までのルートが検索できるようになり、
現在地からお店までの距離も表示が可能になり、迷うことなくお店へアクセスが可能に！
更にGPS 検索で一番近いお店を表示する事も可能になりました！！

ログイン不要のお気に入り一覧の設置

さらにっ！！
表示が早くなる事で素早く情報を入手でき、グラビア等も新レイアウトで益々充実！

わずらわしい会員登録なし、ログイン不要のお気に入り一覧（ユーザーページ）を設置！！
お客様が気になるお店を保存・編集が可能に！！

見やすく
たくさんの情報がわかりやすく！！

ユーザーページ

スマホ版

MEDIA PROFILE2018

おっぱい見せて自撮り縦動画おっぱい検索

New!!

コンテンツのご案内

カップ数はもちろん、おっぱいの形、柔ら
かさなどから検索可能に！好みの胸の形を見
つけやすくなりました！

私服の女の子が時間経過と共に、おっぱい
を見せてくれる「おっぱい見せて」がバージョ
ンアップ！乞うご期待！！

自撮り動画をアップして女の子の情報が超充
実！投稿されて動画は女の子ページにも自動で
反映。プロフィール写真だけでは伝わらない女
の子の魅力を一度にチェック出来ます。

スマホ版登場予定！
（4月下旬）

New!! New!!

今後も更なる新コンテンツを計画中！乞うご期待！！

新

4

2

臨場感溢れるラブギャラリーの体験取材は、ご好評戴き大
変人気の高いコンテンツです。写真、マンガ、コラム、動
画など様々なアプローチを用いてユーザーをガッチリ掴んで
離しません。

体験取材・漫画取材1

3

5
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LOVE GALLERY CONTENT

LOVE GALLERY CONTENT LOVE GALLERY CONTENT

LOVE GALLERY CONTENT

LOVE GALLERY CONTENT

コンテンツのご案内
ラブギャラリーはいわゆる「リンクをただ貼るだけ」のサイトではありません。女性名鑑
や出勤情報は当然のこと、ユーザーにとって魅力的な割引企画の他、ご掲載戴いてい
る店舗様へ積極的に取材を行い、ラブギャラリーならではの企画力及び機動力でユーザ
に強烈にアピールし続け、来客に結びつけます。

取材画像で構成された女性名鑑やスポット企画は、サイト
開設当初より、「写真のキレイなラブギャラリー」という評
価をいただいております。風俗グラビアサイト「フードルメ
ロン」への掲載も可能です。

グラビア・名鑑
体験取材の動画に加えて、オススメキャストの写真と組み合
わせたフォトムービーなど、専用サイト「ムービーギャラリー」
と同時掲載で積極的に店舗様をアピールします。

体験ムービー・動画グラビア

ラブギャラリーに掲載いただいている店舗様がご利用可能
な動画アップロードシステムです。店舗様のオフィシャルサ
イトにも組み込みが可能で、多くの店舗様でご利用戴いて
おります。

お店投稿動画
風俗サイトの中で、一番安く遊べるお得な割引情報だけを
厳選して掲載します！

一番安ィィ話

頻繁に更新される独創性に富んだコンテンツ

Toukai

Kansai

Kyusyu

Kumamoto

MEDIA PROFILE2018

自社媒体

ラブギャラリー風俗店情報

株式会社アドネスト

お申込み・お問い合わせ

各々独自でグラビアなどのコンテンツを展開しており、
相乗効果による効率的な誘導に力を発揮しております。

ラブギャラリーには全国各地の地域密着版があり、幅広いエリアを
網羅しております。新しい地域版も次々とオープンし、地元客はも
ちろん、出張客・観光客の誘導にも有効活用頂いております。

ラブギャラリー東海版 ラブギャラリー熊本版ラブギャラリー関西版 ラブギャラリー九州総合版
〒160-0022　　東京都新宿区新宿 3-1-24　京王新宿三丁目ビル 9階

TEL 03-5341-4553　　FAX 03-5341-4554

LoveGallery で使用されている全ての画像・動画・文章の著作権は株式会社彩アドネスト及びMoving Pictures に属します。
これらのデータを複製・転載・販売することを固く禁じます。

ラブギャラ掲載で のキャンペーン実施中！

フードルTV

ハナコとタロー

風俗大衆アンダーナビ

求人サイト

ペルソナ
DSP 配信

全国の本当に優良な名店を紹介！最新ニュースや女の
子ランキングを配信！

ソープからデリバリーヘルス等の業種検索や割引クーポ
ン、出勤、新人情報までコンテンツも充実！安心してお
得に遊べます！

大阪・関西の風俗・デリヘル店をまとめてご紹介！フー
ドル TV なら便利な検索機能でお店も女の子も探し
やすい！

地域エリア

近日リニューアル予定！

※女性の名鑑画像の枚数は全プラン最大 9 枚になります。  ※名鑑チェックは週 1 ～ 2 週で 1 回程度の頻度になります。

\30,000

お試しプラン 基本プラン

\50,000 \70,000 \100,000 \250,000\30,000 \50,000 \70,000 \100,000 \250,000

グランドバナー

料　　　金

名鑑チェック

初回女性名鑑登録

取材・撮影

店舗画像制作

店舗イベント更新

LG プレイヤー利用

アイライナー利用

店舗検索系
ページバナー

女の子検索系
ページバナー

店舗検索結果   
ページバナー

別途有料 別途有料 別途有料 別途有料 別途有料

6回 24 回 36 回 48 回 48 回HotNews
更新回数

×
( 更新対応無し )
店舗様にて更新

×
( 更新対応無し )
店舗様にて更新

△
( いずれかひとつ )

△
( いずれかひとつ )

〇
(定期的にチェック)

△
( 依頼時のみ対応 )

△
( 依頼時のみ対応 )

〇
( 定期的に更新 )

〇
関東プラン

〇
関東プラン

〇
スタンダードプラン

〇
スタンダードプラン

〇
( 定期的に更新 )

〇 〇 〇 〇

なし
店舗様にて登録

なし

〇 〇 〇 〇

〇

〇

〇

〇

〇

なし

10 名以上
( 対応可能な範囲 )

10 名以上
( 対応可能な範囲 )

10 名以上
( 対応可能な範囲 )

10 名以上
( 対応可能な範囲 )

〇
(定期的にチェック)

〇
(定期的にチェック)

〇
(定期的にチェック)

サイト内のバナー掲載 (PC/SP/MO) 全てと
関係サイトのバナー掲載

OHP名鑑との差異をチェックし、ラブギャラの名鑑登録状況を
OHP名鑑に合わせます

LGカメラマン、LGスタッフによる取材・撮影に関する
対応の有無

店舗一覧サムネイルや店舗ページヘッダ画像など、店舗画像制作
に関する対応の有無

お店から動画投稿できるツール　※関東プランは全動画の時間や
動画1本の時間等の制限があります

タイムライン（写メ日記）付きの女の子とお客様がやりとり
できるツール

店舗のイベント情報の更新対応についての説明

ホットニュース ( お店発信のニュース ) の 1 日の更新回数制限

女の子検索系ページ (PC/SP) に掲載されるバナー

店舗検索結果ページ (SP/MO) に掲載されるバナー

店舗検索系ページ (PC/SP) に掲載されるバナー

新規掲載時の女性登録人数についての説明

エントリー3プラン バリュー5プラン スペシャル7プラン プラチナ10プラン グランド25プラン

※左記の金額は全て税別です。

バナー掲載付きプラン

MEDIA PROFILE2018

ラブギャラリー
掲載料金プラン表

E 3 V 5 S 7 P10 G25

〇 〇 〇 〇

MEDIA PROFILE2018

ラブギャラリーは進化します。

パソコン版、 スマホ版、 モバイル版、 同時掲載 !!

実績があるから、自信があるから、常にユーザー目線。「いま、欲しい情報」
即ち、「いま、見せたい情報」を、「すぐに」届けるために、最新技術をどこ
よりも早く導入し、進化し続けます。

ラブギャラリーは1998 年 7月1日オープン、今年で満 12周年を迎える老舗の
風俗サイトでございます。機能面・デザイン面・集客面において常に先駆者
であることから、首都圏版ではご掲載いただいている店舗様の数も常時 500
店をはるかに超えており、関東の風俗ユーザーにとってかかせないサイトとなっ
ております。在籍名鑑、出勤情報や店舗様紹介ページにおける情報量・早さ・
正確さは他の追随を許しません。加えて、頻繁に更新される独創性に富んだコ
ンテンツページは、ユーザに協力にアピールし、実績を出し続けています。

一般男優による体験取材 漫画による体験取材風俗無料券プレゼント

サイトオープン

ドメイン取得
風俗無料チケット

プレゼント

風俗無料チケット

プレゼント

パソコン版 スマホ版 モバイル版
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ネットの分野で風俗店様を強力にお手伝いするという点において
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パソコン版がリニュー
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リターゲティング配信やターゲットセグメントされたオーディエンス配信にて、より質の高い風俗ユーザーを集めます！

広告検証チームにより効果検証のうえ、質のよいユーザーを流入！
アダルト動画サイトなどのアクセスが多いアダルトサイト等への広告出稿

よく閲覧されるページへのリンクをわかりやすく配置し、
ユーザビリティを改善することで、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。

UX デザインの向上

20周年に向けて、プロモーション活動をさらに強化！
ツール

SEO強化により、オーガニック流入数が3ヶ月で
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より見やすくアップデート！！
動画や風俗情報が、より見やすく、わかりやすい！

人気コンテンツの風俗体験動画やお店投稿動画がスマホで見やすくなりました！
タブレット用の表示もレイアウトも追加され、タブレットでも見やすくなりました！
また、各店舗の情報も増え、風俗ユーザー向けに、わかりやすい UI になりました。

路線図、エリアマップで探しやすい！
検索しやすい路線図やエリアマップを使って最速で検索 ! 路線図からエリア一覧へ
簡単にアクセスできるようになりました！

お店や受付までのルート検索機能の追加
Google Map によるルート検索機能の追加で、お店までのルートが検索できるようになり、
現在地からお店までの距離も表示が可能になり、迷うことなくお店へアクセスが可能に！
更にGPS 検索で一番近いお店を表示する事も可能になりました！！

ログイン不要のお気に入り一覧の設置

さらにっ！！
表示が早くなる事で素早く情報を入手でき、グラビア等も新レイアウトで益々充実！

わずらわしい会員登録なし、ログイン不要のお気に入り一覧（ユーザーページ）を設置！！
お客様が気になるお店を保存・編集が可能に！！

見やすく
たくさんの情報がわかりやすく！！

ユーザーページ

スマホ版
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おっぱい見せて自撮り縦動画おっぱい検索

New!!

コンテンツのご案内

カップ数はもちろん、おっぱいの形、柔ら
かさなどから検索可能に！好みの胸の形を見
つけやすくなりました！

私服の女の子が時間経過と共に、おっぱい
を見せてくれる「おっぱい見せて」がバージョ
ンアップ！乞うご期待！！

自撮り動画をアップして女の子の情報が超充
実！投稿されて動画は女の子ページにも自動で
反映。プロフィール写真だけでは伝わらない女
の子の魅力を一度にチェック出来ます。

スマホ版登場予定！
（4月下旬）

New!! New!!

今後も更なる新コンテンツを計画中！乞うご期待！！

新

4

2

臨場感溢れるラブギャラリーの体験取材は、ご好評戴き大
変人気の高いコンテンツです。写真、マンガ、コラム、動
画など様々なアプローチを用いてユーザーをガッチリ掴んで
離しません。

体験取材・漫画取材1

3

5
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LOVE GALLERY CONTENT

LOVE GALLERY CONTENT LOVE GALLERY CONTENT

LOVE GALLERY CONTENT

LOVE GALLERY CONTENT

コンテンツのご案内
ラブギャラリーはいわゆる「リンクをただ貼るだけ」のサイトではありません。女性名鑑
や出勤情報は当然のこと、ユーザーにとって魅力的な割引企画の他、ご掲載戴いてい
る店舗様へ積極的に取材を行い、ラブギャラリーならではの企画力及び機動力でユーザ
に強烈にアピールし続け、来客に結びつけます。

取材画像で構成された女性名鑑やスポット企画は、サイト
開設当初より、「写真のキレイなラブギャラリー」という評
価をいただいております。風俗グラビアサイト「フードルメ
ロン」への掲載も可能です。

グラビア・名鑑
体験取材の動画に加えて、オススメキャストの写真と組み合
わせたフォトムービーなど、専用サイト「ムービーギャラリー」
と同時掲載で積極的に店舗様をアピールします。

体験ムービー・動画グラビア

ラブギャラリーに掲載いただいている店舗様がご利用可能
な動画アップロードシステムです。店舗様のオフィシャルサ
イトにも組み込みが可能で、多くの店舗様でご利用戴いて
おります。

お店投稿動画
風俗サイトの中で、一番安く遊べるお得な割引情報だけを
厳選して掲載します！

一番安ィィ話

頻繁に更新される独創性に富んだコンテンツ

Toukai

Kansai

Kyusyu

Kumamoto
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自社媒体

ラブギャラリー風俗店情報

株式会社アドネスト

お申込み・お問い合わせ

各々独自でグラビアなどのコンテンツを展開しており、
相乗効果による効率的な誘導に力を発揮しております。

ラブギャラリーには全国各地の地域密着版があり、幅広いエリアを
網羅しております。新しい地域版も次々とオープンし、地元客はも
ちろん、出張客・観光客の誘導にも有効活用頂いております。

ラブギャラリー東海版 ラブギャラリー熊本版ラブギャラリー関西版 ラブギャラリー九州総合版
〒160-0022　　東京都新宿区新宿 3-1-24　京王新宿三丁目ビル 9階

TEL 03-5341-4553　　FAX 03-5341-4554

LoveGallery で使用されている全ての画像・動画・文章の著作権は株式会社彩アドネスト及びMoving Pictures に属します。
これらのデータを複製・転載・販売することを固く禁じます。

ラブギャラ掲載で のキャンペーン実施中！

フードルTV

ハナコとタロー

風俗大衆アンダーナビ

求人サイト

ペルソナ
DSP 配信

全国の本当に優良な名店を紹介！最新ニュースや女の
子ランキングを配信！

ソープからデリバリーヘルス等の業種検索や割引クーポ
ン、出勤、新人情報までコンテンツも充実！安心してお
得に遊べます！

大阪・関西の風俗・デリヘル店をまとめてご紹介！フー
ドル TV なら便利な検索機能でお店も女の子も探し
やすい！

地域エリア

近日リニューアル予定！

※女性の名鑑画像の枚数は全プラン最大 9 枚になります。  ※名鑑チェックは週 1 ～ 2 週で 1 回程度の頻度になります。
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お試しプラン 基本プラン
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グランドバナー

料　　　金

名鑑チェック

初回女性名鑑登録

取材・撮影

店舗画像制作

店舗イベント更新

LG プレイヤー利用

アイライナー利用

店舗検索系
ページバナー

女の子検索系
ページバナー

店舗検索結果   
ページバナー

別途有料 別途有料 別途有料 別途有料 別途有料

6回 24 回 36 回 48 回 48 回HotNews
更新回数

×
( 更新対応無し )
店舗様にて更新

×
( 更新対応無し )
店舗様にて更新

△
( いずれかひとつ )

△
( いずれかひとつ )
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(定期的にチェック)
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( 依頼時のみ対応 )
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( 定期的に更新 )
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関東プラン
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スタンダードプラン
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( 定期的に更新 )
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店舗様にて登録
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〇

〇

〇

〇

〇

なし

10 名以上
( 対応可能な範囲 )
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( 対応可能な範囲 )

10 名以上
( 対応可能な範囲 )

10 名以上
( 対応可能な範囲 )

〇
(定期的にチェック)

〇
(定期的にチェック)

〇
(定期的にチェック)

サイト内のバナー掲載 (PC/SP/MO) 全てと
関係サイトのバナー掲載

OHP名鑑との差異をチェックし、ラブギャラの名鑑登録状況を
OHP名鑑に合わせます

LGカメラマン、LGスタッフによる取材・撮影に関する
対応の有無

店舗一覧サムネイルや店舗ページヘッダ画像など、店舗画像制作
に関する対応の有無

お店から動画投稿できるツール　※関東プランは全動画の時間や
動画1本の時間等の制限があります

タイムライン（写メ日記）付きの女の子とお客様がやりとり
できるツール

店舗のイベント情報の更新対応についての説明

ホットニュース ( お店発信のニュース ) の 1 日の更新回数制限

女の子検索系ページ (PC/SP) に掲載されるバナー

店舗検索結果ページ (SP/MO) に掲載されるバナー

店舗検索系ページ (PC/SP) に掲載されるバナー

新規掲載時の女性登録人数についての説明

エントリー3プラン バリュー5プラン スペシャル7プラン プラチナ10プラン グランド25プラン

※左記の金額は全て税別です。

バナー掲載付きプラン
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ラブギャラリー
掲載料金プラン表

E 3 V 5 S 7 P10 G25

〇 〇 〇 〇
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ラブギャラリーは進化します。

パソコン版、 スマホ版、 モバイル版、 同時掲載 !!

実績があるから、自信があるから、常にユーザー目線。「いま、欲しい情報」
即ち、「いま、見せたい情報」を、「すぐに」届けるために、最新技術をどこ
よりも早く導入し、進化し続けます。

ラブギャラリーは1998 年 7月1日オープン、今年で満 12周年を迎える老舗の
風俗サイトでございます。機能面・デザイン面・集客面において常に先駆者
であることから、首都圏版ではご掲載いただいている店舗様の数も常時 500
店をはるかに超えており、関東の風俗ユーザーにとってかかせないサイトとなっ
ております。在籍名鑑、出勤情報や店舗様紹介ページにおける情報量・早さ・
正確さは他の追随を許しません。加えて、頻繁に更新される独創性に富んだコ
ンテンツページは、ユーザに協力にアピールし、実績を出し続けています。

一般男優による体験取材 漫画による体験取材風俗無料券プレゼント

サイトオープン

ドメイン取得
風俗無料チケット

プレゼント

風俗無料チケット

プレゼント

パソコン版 スマホ版 モバイル版



ラブギャラリーバージョンアップ宣言ラブギャラリーバージョンアップ宣言

ラブギャラリーはおかげさまで、今年で満 20 周年を迎えます。

ネットの分野で風俗店様を強力にお手伝いするという点において

ラブギャラリーはもっともっと走り続けます。

風俗ユーザーにもっと喜ばれるサイト作りに邁進いたします。

ラブギャラリーはおかげさまで、今年で満 20 周年を迎えます。

ネットの分野で風俗店様を強力にお手伝いするという点において

ラブギャラリーはもっともっと走り続けます。

風俗ユーザーにもっと喜ばれるサイト作りに邁進いたします。

ラブギャラリー風俗店情報
MEDIA PROFILE2018
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パソコン版がリニュー
アル！昨年のスマホ版に

つづき・・・

パソコン版がリニュー
アル！昨年のスマホ版に

つづき・・・

リターゲティング配信やターゲットセグメントされたオーディエンス配信にて、より質の高い風俗ユーザーを集めます！

広告検証チームにより効果検証のうえ、質のよいユーザーを流入！
アダルト動画サイトなどのアクセスが多いアダルトサイト等への広告出稿

よく閲覧されるページへのリンクをわかりやすく配置し、
ユーザビリティを改善することで、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。

UX デザインの向上

20周年に向けて、プロモーション活動をさらに強化！
ツール

SEO強化により、オーガニック流入数が3ヶ月で
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より見やすくアップデート！！
動画や風俗情報が、より見やすく、わかりやすい！

人気コンテンツの風俗体験動画やお店投稿動画がスマホで見やすくなりました！
タブレット用の表示もレイアウトも追加され、タブレットでも見やすくなりました！
また、各店舗の情報も増え、風俗ユーザー向けに、わかりやすい UI になりました。

路線図、エリアマップで探しやすい！
検索しやすい路線図やエリアマップを使って最速で検索 ! 路線図からエリア一覧へ
簡単にアクセスできるようになりました！

お店や受付までのルート検索機能の追加
Google Map によるルート検索機能の追加で、お店までのルートが検索できるようになり、
現在地からお店までの距離も表示が可能になり、迷うことなくお店へアクセスが可能に！
更にGPS 検索で一番近いお店を表示する事も可能になりました！！

ログイン不要のお気に入り一覧の設置

さらにっ！！
表示が早くなる事で素早く情報を入手でき、グラビア等も新レイアウトで益々充実！

わずらわしい会員登録なし、ログイン不要のお気に入り一覧（ユーザーページ）を設置！！
お客様が気になるお店を保存・編集が可能に！！

見やすく
たくさんの情報がわかりやすく！！

ユーザーページ

スマホ版
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おっぱい見せて自撮り縦動画おっぱい検索

New!!

コンテンツのご案内

カップ数はもちろん、おっぱいの形、柔ら
かさなどから検索可能に！好みの胸の形を見
つけやすくなりました！

私服の女の子が時間経過と共に、おっぱい
を見せてくれる「おっぱい見せて」がバージョ
ンアップ！乞うご期待！！

自撮り動画をアップして女の子の情報が超充
実！投稿されて動画は女の子ページにも自動で
反映。プロフィール写真だけでは伝わらない女
の子の魅力を一度にチェック出来ます。

スマホ版登場予定！
（4月下旬）

New!! New!!

今後も更なる新コンテンツを計画中！乞うご期待！！

新
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臨場感溢れるラブギャラリーの体験取材は、ご好評戴き大
変人気の高いコンテンツです。写真、マンガ、コラム、動
画など様々なアプローチを用いてユーザーをガッチリ掴んで
離しません。

体験取材・漫画取材1

3

5

MEDIA PROFILE2018

LOVE GALLERY CONTENT

LOVE GALLERY CONTENT LOVE GALLERY CONTENT

LOVE GALLERY CONTENT

LOVE GALLERY CONTENT

コンテンツのご案内
ラブギャラリーはいわゆる「リンクをただ貼るだけ」のサイトではありません。女性名鑑
や出勤情報は当然のこと、ユーザーにとって魅力的な割引企画の他、ご掲載戴いてい
る店舗様へ積極的に取材を行い、ラブギャラリーならではの企画力及び機動力でユーザ
に強烈にアピールし続け、来客に結びつけます。

取材画像で構成された女性名鑑やスポット企画は、サイト
開設当初より、「写真のキレイなラブギャラリー」という評
価をいただいております。風俗グラビアサイト「フードルメ
ロン」への掲載も可能です。

グラビア・名鑑
体験取材の動画に加えて、オススメキャストの写真と組み合
わせたフォトムービーなど、専用サイト「ムービーギャラリー」
と同時掲載で積極的に店舗様をアピールします。

体験ムービー・動画グラビア

ラブギャラリーに掲載いただいている店舗様がご利用可能
な動画アップロードシステムです。店舗様のオフィシャルサ
イトにも組み込みが可能で、多くの店舗様でご利用戴いて
おります。

お店投稿動画
風俗サイトの中で、一番安く遊べるお得な割引情報だけを
厳選して掲載します！

一番安ィィ話

頻繁に更新される独創性に富んだコンテンツ
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Kyusyu

Kumamoto
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ラブギャラリー風俗店情報

株式会社アドネスト

お申込み・お問い合わせ

各々独自でグラビアなどのコンテンツを展開しており、
相乗効果による効率的な誘導に力を発揮しております。

ラブギャラリーには全国各地の地域密着版があり、幅広いエリアを
網羅しております。新しい地域版も次々とオープンし、地元客はも
ちろん、出張客・観光客の誘導にも有効活用頂いております。

ラブギャラリー東海版 ラブギャラリー熊本版ラブギャラリー関西版 ラブギャラリー九州総合版
〒160-0022　　東京都新宿区新宿 3-1-24　京王新宿三丁目ビル 9階
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LoveGallery で使用されている全ての画像・動画・文章の著作権は株式会社彩アドネスト及びMoving Pictures に属します。
これらのデータを複製・転載・販売することを固く禁じます。

ラブギャラ掲載で のキャンペーン実施中！

フードルTV

ハナコとタロー

風俗大衆アンダーナビ

求人サイト

ペルソナ
DSP 配信

全国の本当に優良な名店を紹介！最新ニュースや女の
子ランキングを配信！

ソープからデリバリーヘルス等の業種検索や割引クーポ
ン、出勤、新人情報までコンテンツも充実！安心してお
得に遊べます！

大阪・関西の風俗・デリヘル店をまとめてご紹介！フー
ドル TV なら便利な検索機能でお店も女の子も探し
やすい！

地域エリア

近日リニューアル予定！

※女性の名鑑画像の枚数は全プラン最大 9 枚になります。  ※名鑑チェックは週 1 ～ 2 週で 1 回程度の頻度になります。
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関係サイトのバナー掲載

OHP名鑑との差異をチェックし、ラブギャラの名鑑登録状況を
OHP名鑑に合わせます

LGカメラマン、LGスタッフによる取材・撮影に関する
対応の有無

店舗一覧サムネイルや店舗ページヘッダ画像など、店舗画像制作
に関する対応の有無

お店から動画投稿できるツール　※関東プランは全動画の時間や
動画1本の時間等の制限があります

タイムライン（写メ日記）付きの女の子とお客様がやりとり
できるツール

店舗のイベント情報の更新対応についての説明

ホットニュース ( お店発信のニュース ) の 1 日の更新回数制限

女の子検索系ページ (PC/SP) に掲載されるバナー

店舗検索結果ページ (SP/MO) に掲載されるバナー

店舗検索系ページ (PC/SP) に掲載されるバナー

新規掲載時の女性登録人数についての説明

エントリー3プラン バリュー5プラン スペシャル7プラン プラチナ10プラン グランド25プラン

※左記の金額は全て税別です。

バナー掲載付きプラン
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ラブギャラリー
掲載料金プラン表

E 3 V 5 S 7 P10 G25

〇 〇 〇 〇
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ラブギャラリーは進化します。

パソコン版、 スマホ版、 モバイル版、 同時掲載 !!

実績があるから、自信があるから、常にユーザー目線。「いま、欲しい情報」
即ち、「いま、見せたい情報」を、「すぐに」届けるために、最新技術をどこ
よりも早く導入し、進化し続けます。

ラブギャラリーは1998 年 7月1日オープン、今年で満 12周年を迎える老舗の
風俗サイトでございます。機能面・デザイン面・集客面において常に先駆者
であることから、首都圏版ではご掲載いただいている店舗様の数も常時 500
店をはるかに超えており、関東の風俗ユーザーにとってかかせないサイトとなっ
ております。在籍名鑑、出勤情報や店舗様紹介ページにおける情報量・早さ・
正確さは他の追随を許しません。加えて、頻繁に更新される独創性に富んだコ
ンテンツページは、ユーザに協力にアピールし、実績を出し続けています。

一般男優による体験取材 漫画による体験取材風俗無料券プレゼント

サイトオープン

ドメイン取得
風俗無料チケット

プレゼント

風俗無料チケット

プレゼント

パソコン版 スマホ版 モバイル版



ラブギャラリーバージョンアップ宣言ラブギャラリーバージョンアップ宣言

ラブギャラリーはおかげさまで、今年で満 20 周年を迎えます。

ネットの分野で風俗店様を強力にお手伝いするという点において

ラブギャラリーはもっともっと走り続けます。

風俗ユーザーにもっと喜ばれるサイト作りに邁進いたします。

ラブギャラリーはおかげさまで、今年で満 20 周年を迎えます。

ネットの分野で風俗店様を強力にお手伝いするという点において

ラブギャラリーはもっともっと走り続けます。

風俗ユーザーにもっと喜ばれるサイト作りに邁進いたします。

ラブギャラリー風俗店情報
MEDIA PROFILE2018

https://www.lvg.co. jp
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パソコン版がリニュー
アル！昨年のスマホ版に

つづき・・・

パソコン版がリニュー
アル！昨年のスマホ版に

つづき・・・

リターゲティング配信やターゲットセグメントされたオーディエンス配信にて、より質の高い風俗ユーザーを集めます！

広告検証チームにより効果検証のうえ、質のよいユーザーを流入！
アダルト動画サイトなどのアクセスが多いアダルトサイト等への広告出稿

よく閲覧されるページへのリンクをわかりやすく配置し、
ユーザビリティを改善することで、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。

UX デザインの向上

20周年に向けて、プロモーション活動をさらに強化！
ツール

SEO強化により、オーガニック流入数が3ヶ月で

MEDIA PROFILE2018

より見やすくアップデート！！
動画や風俗情報が、より見やすく、わかりやすい！

人気コンテンツの風俗体験動画やお店投稿動画がスマホで見やすくなりました！
タブレット用の表示もレイアウトも追加され、タブレットでも見やすくなりました！
また、各店舗の情報も増え、風俗ユーザー向けに、わかりやすい UI になりました。

路線図、エリアマップで探しやすい！
検索しやすい路線図やエリアマップを使って最速で検索 ! 路線図からエリア一覧へ
簡単にアクセスできるようになりました！

お店や受付までのルート検索機能の追加
Google Map によるルート検索機能の追加で、お店までのルートが検索できるようになり、
現在地からお店までの距離も表示が可能になり、迷うことなくお店へアクセスが可能に！
更にGPS 検索で一番近いお店を表示する事も可能になりました！！

ログイン不要のお気に入り一覧の設置

さらにっ！！
表示が早くなる事で素早く情報を入手でき、グラビア等も新レイアウトで益々充実！

わずらわしい会員登録なし、ログイン不要のお気に入り一覧（ユーザーページ）を設置！！
お客様が気になるお店を保存・編集が可能に！！

見やすく
たくさんの情報がわかりやすく！！

ユーザーページ

スマホ版
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おっぱい見せて自撮り縦動画おっぱい検索

New!!

コンテンツのご案内

カップ数はもちろん、おっぱいの形、柔ら
かさなどから検索可能に！好みの胸の形を見
つけやすくなりました！

私服の女の子が時間経過と共に、おっぱい
を見せてくれる「おっぱい見せて」がバージョ
ンアップ！乞うご期待！！

自撮り動画をアップして女の子の情報が超充
実！投稿されて動画は女の子ページにも自動で
反映。プロフィール写真だけでは伝わらない女
の子の魅力を一度にチェック出来ます。

スマホ版登場予定！
（4月下旬）

New!! New!!

今後も更なる新コンテンツを計画中！乞うご期待！！

新

4

2

臨場感溢れるラブギャラリーの体験取材は、ご好評戴き大
変人気の高いコンテンツです。写真、マンガ、コラム、動
画など様々なアプローチを用いてユーザーをガッチリ掴んで
離しません。

体験取材・漫画取材1

3

5
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LOVE GALLERY CONTENT

LOVE GALLERY CONTENT LOVE GALLERY CONTENT

LOVE GALLERY CONTENT

LOVE GALLERY CONTENT

コンテンツのご案内
ラブギャラリーはいわゆる「リンクをただ貼るだけ」のサイトではありません。女性名鑑
や出勤情報は当然のこと、ユーザーにとって魅力的な割引企画の他、ご掲載戴いてい
る店舗様へ積極的に取材を行い、ラブギャラリーならではの企画力及び機動力でユーザ
に強烈にアピールし続け、来客に結びつけます。

取材画像で構成された女性名鑑やスポット企画は、サイト
開設当初より、「写真のキレイなラブギャラリー」という評
価をいただいております。風俗グラビアサイト「フードルメ
ロン」への掲載も可能です。

グラビア・名鑑
体験取材の動画に加えて、オススメキャストの写真と組み合
わせたフォトムービーなど、専用サイト「ムービーギャラリー」
と同時掲載で積極的に店舗様をアピールします。

体験ムービー・動画グラビア

ラブギャラリーに掲載いただいている店舗様がご利用可能
な動画アップロードシステムです。店舗様のオフィシャルサ
イトにも組み込みが可能で、多くの店舗様でご利用戴いて
おります。

お店投稿動画
風俗サイトの中で、一番安く遊べるお得な割引情報だけを
厳選して掲載します！

一番安ィィ話

頻繁に更新される独創性に富んだコンテンツ

Toukai

Kansai

Kyusyu

Kumamoto
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自社媒体

ラブギャラリー風俗店情報

株式会社アドネスト

お申込み・お問い合わせ

各々独自でグラビアなどのコンテンツを展開しており、
相乗効果による効率的な誘導に力を発揮しております。

ラブギャラリーには全国各地の地域密着版があり、幅広いエリアを
網羅しております。新しい地域版も次々とオープンし、地元客はも
ちろん、出張客・観光客の誘導にも有効活用頂いております。

ラブギャラリー東海版 ラブギャラリー熊本版ラブギャラリー関西版 ラブギャラリー九州総合版
〒160-0022　　東京都新宿区新宿 3-1-24　京王新宿三丁目ビル 9階

TEL 03-5341-4553　　FAX 03-5341-4554

LoveGallery で使用されている全ての画像・動画・文章の著作権は株式会社彩アドネスト及びMoving Pictures に属します。
これらのデータを複製・転載・販売することを固く禁じます。

ラブギャラ掲載で のキャンペーン実施中！

フードルTV

ハナコとタロー

風俗大衆アンダーナビ

求人サイト

ペルソナ
DSP 配信

全国の本当に優良な名店を紹介！最新ニュースや女の
子ランキングを配信！

ソープからデリバリーヘルス等の業種検索や割引クーポ
ン、出勤、新人情報までコンテンツも充実！安心してお
得に遊べます！

大阪・関西の風俗・デリヘル店をまとめてご紹介！フー
ドル TV なら便利な検索機能でお店も女の子も探し
やすい！

地域エリア

近日リニューアル予定！

※女性の名鑑画像の枚数は全プラン最大 9 枚になります。  ※名鑑チェックは週 1 ～ 2 週で 1 回程度の頻度になります。

\30,000

お試しプラン 基本プラン
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料　　　金
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取材・撮影
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OHP名鑑との差異をチェックし、ラブギャラの名鑑登録状況を
OHP名鑑に合わせます

LGカメラマン、LGスタッフによる取材・撮影に関する
対応の有無

店舗一覧サムネイルや店舗ページヘッダ画像など、店舗画像制作
に関する対応の有無

お店から動画投稿できるツール　※関東プランは全動画の時間や
動画1本の時間等の制限があります
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ラブギャラリーはいわゆる「リンクをただ貼るだけ」のサイトではありません。女性名鑑
や出勤情報は当然のこと、ユーザーにとって魅力的な割引企画の他、ご掲載戴いてい
る店舗様へ積極的に取材を行い、ラブギャラリーならではの企画力及び機動力でユーザ
に強烈にアピールし続け、来客に結びつけます。

取材画像で構成された女性名鑑やスポット企画は、サイト
開設当初より、「写真のキレイなラブギャラリー」という評
価をいただいております。風俗グラビアサイト「フードルメ
ロン」への掲載も可能です。

グラビア・名鑑
体験取材の動画に加えて、オススメキャストの写真と組み合
わせたフォトムービーなど、専用サイト「ムービーギャラリー」
と同時掲載で積極的に店舗様をアピールします。

体験ムービー・動画グラビア

ラブギャラリーに掲載いただいている店舗様がご利用可能
な動画アップロードシステムです。店舗様のオフィシャルサ
イトにも組み込みが可能で、多くの店舗様でご利用戴いて
おります。

お店投稿動画
風俗サイトの中で、一番安く遊べるお得な割引情報だけを
厳選して掲載します！

一番安ィィ話

頻繁に更新される独創性に富んだコンテンツ

Toukai

Kansai

Kyusyu

Kumamoto
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自社媒体

ラブギャラリー風俗店情報

株式会社アドネスト

お申込み・お問い合わせ

各々独自でグラビアなどのコンテンツを展開しており、
相乗効果による効率的な誘導に力を発揮しております。

ラブギャラリーには全国各地の地域密着版があり、幅広いエリアを
網羅しております。新しい地域版も次々とオープンし、地元客はも
ちろん、出張客・観光客の誘導にも有効活用頂いております。

ラブギャラリー東海版 ラブギャラリー熊本版ラブギャラリー関西版 ラブギャラリー九州総合版
〒160-0022　　東京都新宿区新宿 3-1-24　京王新宿三丁目ビル 9階

TEL 03-5341-4553　　FAX 03-5341-4554

LoveGallery で使用されている全ての画像・動画・文章の著作権は株式会社彩アドネスト及びMoving Pictures に属します。
これらのデータを複製・転載・販売することを固く禁じます。

ラブギャラ掲載で のキャンペーン実施中！

フードルTV

ハナコとタロー

風俗大衆アンダーナビ

求人サイト

ペルソナ
DSP 配信

全国の本当に優良な名店を紹介！最新ニュースや女の
子ランキングを配信！

ソープからデリバリーヘルス等の業種検索や割引クーポ
ン、出勤、新人情報までコンテンツも充実！安心してお
得に遊べます！

大阪・関西の風俗・デリヘル店をまとめてご紹介！フー
ドル TV なら便利な検索機能でお店も女の子も探し
やすい！

地域エリア

近日リニューアル予定！

※女性の名鑑画像の枚数は全プラン最大 9 枚になります。  ※名鑑チェックは週 1 ～ 2 週で 1 回程度の頻度になります。

\30,000

お試しプラン 基本プラン

\50,000 \70,000 \100,000 \250,000\30,000 \50,000 \70,000 \100,000 \250,000

グランドバナー

料　　　金

名鑑チェック

初回女性名鑑登録

取材・撮影

店舗画像制作

店舗イベント更新

LG プレイヤー利用

アイライナー利用

店舗検索系
ページバナー

女の子検索系
ページバナー

店舗検索結果   
ページバナー

別途有料 別途有料 別途有料 別途有料 別途有料

6回 24 回 36 回 48 回 48 回HotNews
更新回数

×
( 更新対応無し )
店舗様にて更新

×
( 更新対応無し )
店舗様にて更新

△
( いずれかひとつ )

△
( いずれかひとつ )

〇
(定期的にチェック)

△
( 依頼時のみ対応 )

△
( 依頼時のみ対応 )

〇
( 定期的に更新 )

〇
関東プラン

〇
関東プラン

〇
スタンダードプラン

〇
スタンダードプラン

〇
( 定期的に更新 )

〇 〇 〇 〇

なし
店舗様にて登録

なし

〇 〇 〇 〇

〇

〇

〇

〇

〇

なし

10 名以上
( 対応可能な範囲 )

10 名以上
( 対応可能な範囲 )

10 名以上
( 対応可能な範囲 )

10 名以上
( 対応可能な範囲 )

〇
(定期的にチェック)

〇
(定期的にチェック)

〇
(定期的にチェック)

サイト内のバナー掲載 (PC/SP/MO) 全てと
関係サイトのバナー掲載

OHP名鑑との差異をチェックし、ラブギャラの名鑑登録状況を
OHP名鑑に合わせます

LGカメラマン、LGスタッフによる取材・撮影に関する
対応の有無

店舗一覧サムネイルや店舗ページヘッダ画像など、店舗画像制作
に関する対応の有無

お店から動画投稿できるツール　※関東プランは全動画の時間や
動画1本の時間等の制限があります

タイムライン（写メ日記）付きの女の子とお客様がやりとり
できるツール

店舗のイベント情報の更新対応についての説明

ホットニュース ( お店発信のニュース ) の 1 日の更新回数制限

女の子検索系ページ (PC/SP) に掲載されるバナー

店舗検索結果ページ (SP/MO) に掲載されるバナー

店舗検索系ページ (PC/SP) に掲載されるバナー

新規掲載時の女性登録人数についての説明

エントリー3プラン バリュー5プラン スペシャル7プラン プラチナ10プラン グランド25プラン

※左記の金額は全て税別です。

バナー掲載付きプラン

MEDIA PROFILE2018

ラブギャラリー
掲載料金プラン表

E 3 V 5 S 7 P10 G25

〇 〇 〇 〇
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ラブギャラリーは進化します。

パソコン版、 スマホ版、 モバイル版、 同時掲載 !!

実績があるから、自信があるから、常にユーザー目線。「いま、欲しい情報」
即ち、「いま、見せたい情報」を、「すぐに」届けるために、最新技術をどこ
よりも早く導入し、進化し続けます。

ラブギャラリーは1998 年 7月1日オープン、今年で満 12周年を迎える老舗の
風俗サイトでございます。機能面・デザイン面・集客面において常に先駆者
であることから、首都圏版ではご掲載いただいている店舗様の数も常時 500
店をはるかに超えており、関東の風俗ユーザーにとってかかせないサイトとなっ
ております。在籍名鑑、出勤情報や店舗様紹介ページにおける情報量・早さ・
正確さは他の追随を許しません。加えて、頻繁に更新される独創性に富んだコ
ンテンツページは、ユーザに協力にアピールし、実績を出し続けています。

一般男優による体験取材 漫画による体験取材風俗無料券プレゼント

サイトオープン

ドメイン取得
風俗無料チケット

プレゼント

風俗無料チケット

プレゼント

パソコン版 スマホ版 モバイル版
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